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今⽉のコメント 
 
Hafa Adai & Tirow ! 9⽉1⽇、待望のユナイテッド航空の成⽥/サイパン直⾏便
が週３便で就航致しました。9⽉7⽇には、新型コロナウイルス感染症に関す
る新たな⽔際対策措置が発動され、ワクチンの3回⽬接種を⾏なっていれば、
これまで⽇本⼊国者に義務付けていた滞在地出国前72時間以内のPCR検査陰
性証明も不要となりました。
これで再び⽇本から⼀番近いアメリカのビーチリゾート、マリアナ（サイパ
ン、テニアン、ロタ）が戻ってきた＆格段に⾏きやすくなりました。
現在マリアナ政府観光局が提供している様々な直⾏便利⽤者への特典、旅⾏会
社の皆様への史上最強規模(!?)ともいえるインセンティブを⼤いに活⽤し、今
後のマリアナの販促にご協⼒を賜れれば幸いです。
 
８⽉には、直⾏便就航直前ではありましたが、複数の研修旅⾏（FAM）が催⾏されまし
た。マリアナケーションアンバサダーの皆さんにはSNSで精⼒的に情報発信いただきま
したし、約30名の旅⾏会社の皆様にも、現在のサイパンを視察いただきましたので、今
後の企画販促に何らかの形となって現れてくるものと期待しています。また、情報発信が
増えると共に、当局への資料請求が増えてくるなど、少しずつではありますが、効果を実
感するこの頃となっております。
今こそ絶好の送客時︕特典満載のお得なマリアナから、最新の情報をお届け致します。
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新型コロナウイルス関連情報 

現在までの感染者数は13,120名（内、死亡40名）。
8⽉21〜27⽇の１週間で新たに確認された陽性件数は70件、政府指定隔離施設
にてモニタリングされています。現地の感染状況は落ち着いています。
オフィシャルな最新の情報は︓
マリアナ政府観光局ホームページ 

在サイパン⽇本領事事務所ウェブサイト 

CHCCウェブサイト （英語のみ） 
 
◆今知りたいー安⼼安全なマリアナへの取り組み
"Clean & Safe Marianas" 安⼼安全なマリアナ旅⾏のために
マリアナ政府観光局では、マリアナへ渡航されるお客様がより安⼼して渡航、
出発準備ができるよう、新型コロナウイルス感染症 （COVID-19） に関する
統計データや、サイパン・テニアン・ロタの旅⾏に必要な⼿続き、旅⾏中の対
応、安全ガイドラインなどの情報を提供する特集ページをホームぺージ上に開
設しています。9/7以降はあまり受ける⽅もいらっしゃらないかとは思います
が、現地で無料で受けられる帰国前PCR検査の予約⽅法なども記載されてい
ますので、是⾮ご参照下さい。
https://japan.mymarianas.com/clean-safe/

 

https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1B9&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1BA&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1BB&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1BC&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1BC&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2


コロナのワクチン接種が2回以下の⽅は引き続き帰国前にPCR検査を受け、陰
性証明を取る必要があります。北マリアナ諸島では、このPCR検査を2022年
年末まで無料で提供しています。

フライト情報
現在のサイパンへの国際線の運航状況は以下の通りです。
 
・スカイマーク︓ 
NRT/SPN 直⾏便  当⾯の間の運休を発表
注）現在、⼀時的にホームページ上から国際線のページは削除されています
 
・ユナイテッド航空︓ 

NRT/GUM/SPN グアム経由 にて来島可能です
８⽉現在
NRT/GUM 1100/1555 (毎⽇）
NRT/GUM 17:00/2155（毎⽇）
NRT/GUM 2105/0145+1 (9⽉〜週4便 ⽉・⽔・⾦・⼟)  
GUM/NRT 0700/0955 (9⽉〜週4便 ⽕・⽊・⼟・⽇）
GUM/NRT 1230/1525 (毎⽇)
GUM/NRT 1700/1955 (毎⽇）
 
GUM/SPNは 現在Dailyにて運航中 
GUM/SPN   0800/0845（毎⽇）
      1645/1726（毎週⼟曜） → 9/8〜は（⽉・⽊・⼟）運航に 
SPN/GUM  0950/1030（毎⽇）
      1820/1900（毎週⼟曜）  →  9/8〜は（⽉・⽊・⼟）運航に
 
地⽅便に関しては以下のスケジュールで運航を再開しています。
NGO/GUM 1130/1610 週2便（⽉・⾦）
GUM/NGO 0730/1015 週2便（⽉・⾦）
NGO/GUM（夜便）→ 2022年9⽉以降も運休継続
KIX/GUM 1105/1555   週3便（⽔・⾦・⽇）
GUM/KIX 0720/1010   週3便（⽔・⾦・⽇） 
KIX/GUM（夜便）      2022年9⽉以降も運休継続
FUK/GUM 1105/1605 週2便（⽊・⽇）
GUM/FUK 0705/1010 週2便（⽊・⽇）
 
今後の状況により、更なる変更もあり得ますので、詳細はユナイテッド航空に
ご確認下さい。
 
・アシアナ航空︓ 

ICN/SPN便 は、9⽉以降も週2便体制（⽔曜、⼟曜）で運航しており、当⾯は
この２便体制を継続予定です。突然の変更もあり得ますので、先の予約の際は
航空会社への確認をお薦めします。

https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1BD&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1BE&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1C0&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


スケジュールは以下
OZ623/624 ICN/SPN/ICN
9⽉以降  A321  (188席)    09:00-14:30/16:00-19:40    週2便(⽔・⼟)
 
・チェジュ航空︓ 

ICN/SPN便は、9⽉も⽔曜、⽊曜、⼟曜、⽇曜の週4便体制での運航されてい
ます。10⽉以降は、HP上ではDaily運⾏になる予定で発表されています。ま
た、PUS/SPN便も⽔曜、⽇曜の週２便体制で運航されています。ただし、状
況により今後のフライトスケジュール変更も予想されますので、都度エアライ
ンに確認されることをお薦めします。
8⽉以降のスケジュールは以下。
＜ICN/SPN＞
7C3406 ICN-SPN 08:50-14:50
7C3405 SPN-ICN 15:50-19:45
<PUS/SPN>
7C3452 PUS-SPN 09:00-14:00
7C3451 SPN-PUS 15:00-18:35
 
・T Way航空︓
ICN/SPN便は、現在週４便（⽔・⽊・⼟・⽇）で運航中。増便がある週もあ
るので、予約の際は都度エアラインにご確認下さい。
スケジュールは以下。（使⽤機材︓B737-800(189席)）
TW307 ICN-SPN 09:15-14:30
TW308 SPN-AIN 15:30-19:20
 
・Air Busan︓
エアプサンは当⾯、サイパンへのチャーター便を継続することにし、⽔曜、⽇
曜の週２便で運航中。使⽤機材はAirbus 321neo。

現地最新情報 
 
◆サイパン
１︓UA825直⾏便利⽤特典 その１．$50クーポンの引き換え⽅ 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
ユナイテッド航空のサイパン直⾏便を利⽤すると、お得な特典が満載なのは前
述の通り。その中の１つに、直⾏便利⽤者全員がもらえる$50クーポンがあ
り、9⽉２⽇からガラパン中⼼部のTギャラリア by DFSにて引き換えがスター
トしています。引き換え場所はインフォメーションカウンターで、以下添付の
⾚いサインが⽬印です。なお、以前旅⾏会社で申し込まれたパッケージツアー
のお客様は現地の係員渡しというご案内をさせていただきましたが、最終的に
全てのお客様がDFSでの受け渡しとなりましたので訂正させていただきます。
 
受け取り場所︓ Tギャラリア by DFS
受取可能⽇時︓ ⽉、⽔、⾦ 13︓30〜16︓30



受け取り⽅法︓ 以下の2点を窓⼝で提⽰ 
(1)搭乗券半券、e-チケットの⽅は予約確認書やeチケット控えなどの、搭乗便
と搭乗者のお名前が分かるもの 
(2)本⼈確認⽤のパスポート（コピー可）
 
プリペイドクーポンのご利⽤は現地での現⾦払いに限ります。⽇本に持ち帰っ
てもご使⽤いただけませんので、ご注意下さい。基本はご本⼈様の受取です
が、ご家族やグループの場合には、全員分の必要書類を揃えてお越しくださ
い。クーポン利⽤可能なお店は、こちらでチェックできます。
 

 
2︓UA825直⾏便利⽤特典 その2. ー  主要ホテル⇔空港間無料シャトル
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
同じく、UA825 / UA824便に合わせて、主要ホテルとサイパン国際空港間で無
料シャトルバスが９⽉２⽇より運航を開始しています。空港の到着⼝を出たと
ころに以下のような案内看板があり、誘導スタッフもいますので、迷うことも
ありません。オペレーションはTASI Toursさんです。
 
空港発は１ルート、南のコーラルオーシャンから⼀番北のケンジントンホテル
まで順番にお客様を降ろしていきます。帰りの空港⾏きは、北部ルートと南部
ルートの２コースあり、それぞれホテルのフロントエリアに時刻表が設置され
ています。事前予約も必要なく、Pick Up時刻にホテルの⽞関⼝にいれば、シ
ャトルバスが回って来てお乗りいただけますので、是⾮送迎の付かないお客様
にご案内下さい。もちろん、送迎代を節約したい⼩グループのお客様もお乗り
いただけますので、混載ですが、グループでも活⽤をご検討下さい。
詳細は当局のサイトでもご案内しています。 こちらを参照
 

https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4D193E&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4DBD10&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


 
3︓ショッピングシャトルも運航中︕   
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
ガラパンエリアにお泊りのお客様は徒歩圏ですが、南部や北部のホテルにお泊
りのお客様には朗報です。$50クーポンの引き換え場所でもあり、買い物も楽
しいTギャラリア by DFS サイパンと主要ホテル間にも無料ショッピングシャ
トルバスの運⾏がスタートしています。南部ルートと北部ルートがあり、各主
要ホテルから１⽇４便の運航ですので、かなり使い勝⼿がいいと思われます。
是⾮ご活⽤下さい︕使われるバスは以下のものです。
シャトルバスの各ホテル出発時刻など詳細はこちらを御参照下さい。
 

https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FAB50&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


 
4︓グランヴィリオリゾート サイパン ホームページ刷新︕
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
9⽉1⽇より、タガタワーから営業を再開したグランヴィリオリゾート サイパ
ンが、来週9⽉12⽇（⽉）から新しいホームページを公開します。写真や動画
も多く、リゾートの雰囲気が良く伝わってくるのはもちろん、お得な情報も紹
介されていたり、とても⾒やすいホームページとなっています。是⾮、社内で
の情報共有と、ご予約のお客様へのご案内をお願い致します。新しいグランヴ
ィリオリゾートサイパンのHPはこちら (9/12公開）

旅⾏業界の皆様必⾒︕!
 
サイパン直⾏便利⽤限定︓インセンティブ・キャンペーン情報 続報
 
9⽉1⽇に就航したユナイテッド航空 成⽥/サイパン直⾏便（UA825 /UA 824）
を積極的に業界の皆様に販売いただけるよう、マリアナ政府観光局では様々な
特典、インセンティブプログラムを現在提供中です。

https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FA2D0&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FA2D0&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2


 
その中でも、⼤変ご好評いただいているのが先⽉号でもご案内させていただい
た、ゴルフ２ラウンド無料と、２ビーチダイビング無料です。前回のご案内時
は9⽉、10⽉限定でのプロモーションでしたが、多くの⽅から延⻑を望む声が
相次ぎ、12⽉20⽇まで期間を延⻑して対応させていただくこととなりまし
た。かなりお得なキャンペーンとなりますので、是⾮団体販促にもお役⽴て下
さい。なお、最終的に、ゴルフとダイビング両⽅を⼀度の旅⾏中に無料で体験
することは不可となりました。ゴルフもしくはダイビングどちらかのみの選
択、申請となりますので、ご了承下さい。
申し込みは、必ずマリアナ政府観光局に申請が必要となります。（当局を通さ
ない予約は無料の対象となりませんのでご注意下さい）
それぞれ以下から申請をお願い致します。
ゴルフ2ラウンド無料は こちら
2ビーチダイブ無料は こちら
 
注）航空券の券番の⼊⼒が必要になりますが、発券前の場合は
「（会社名）で予約済。航空券番号は◯◯⽇に登録します」と券番欄に記載し、申請を⾏
って下さい。フォームは⼊⼒内容の修正ができるようになっていますので、後⽇発券され
ましたら更新作業を⾏っていただきたく。
追伸︓.:スカイダイビングのフリーの話も出ていましたが、今期は⾒送りとなりました。

 
あらためまして、今回マリアナ政府観光局提供の業界向けインセンティブ（直
⾏便で１名送客につき10,000円や、各種団体向けサポート）を受けるには、
然るべき情報を提供いただくことが必須となります。該当する場合は、以下の
申請⽤Google Formに必要事項を記載して申請いただくことになります。
（パッケージ、FIT、団体ともに）**申請は『販売状況報告』と『インセンテ
ィブ申請 or 団体インセンティブ申請』の２つを提出いただきます。既に渡航
が決まっているお客様がいらっしゃいましたら、早速ご申請ください。必要情
報をご提供いただけない案件につきましては、インセンティブの対象外となり
ますので、その点ご了承下さい。
マリアナ政府観光局インセンティブ申請
 
上記グループインセンティブ申請に必要な書類、Google FormリンクURL、
Google Form使⽤⼿順（取説）⼀式は、マリアナ政府観光局HP内の
【エージェント向け】キャンペーン・サポート 内に格納されています。
 
過度な円安となり、⻑距離のデスティネーションが売りづらい今こそ、当局提
供の⼤盤振る舞いともいえる上記インセンティブ、特典を⼤いに活⽤し、マリ

https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4E4689&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4E468A&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1C6&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1C7&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1C7&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2


アナへの送客を宜しくお願い致します︕
 

観光局より 
 
１．8⽉31⽇ 直⾏便就航レセプション in  東京
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
ユナイテッド航空の成⽥/サイパン直⾏便就航を記念し、マリアナ政府観光局
は8⽉31⽇（⽔）、都内にて旅⾏業界および関係メディア各社を招き、サイパ
ン直⾏便就航レセプションを開催致しました。
 
北マリアナ諸島⾃治連邦区のラルフ・トーレス知事の挨拶で始まったレセプシ
ョンは、途中、「サイパンゴルフ・旅素材としてのポテンシャル」というテー
マで、ゴルフ専⾨誌「EVEN」副編集⻑の藤井順⼀⽒によるゲストトークや、
「僕がマリアナの海を好きな５つの理由」と題した、写真家むらいさち⽒によ
るゲストトークが⾏なわれ、最後はマリアナ政府観光局局⻑のプリセラ・ヤコ
ポが、来場者にマリアナ販促への継続的な協⼒を要請して終了しました。



  
 
２．9⽉2⽇ 直⾏便就航レセプション in サイパン
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
⼀⽅、9⽉2⽇（⾦）には、北マリアナ諸島⾃治連邦区知事室主催の就航レセ
プションが現地サイパン島でも開催され、初便搭乗客、北マリアナ政府関係
者、および地元旅⾏業関係者が集まり、マリアナ観光再開の本格的な幕開けと
して直⾏便就航を盛⼤に祝いました。 （会場︓ハイアットリージェンシー サ
イパン）     

                                         



今⽉のムービーは、先⽉に引き続き、美しきフードファイター、ますぶちさち
よ さんの ”爆⾷︕ますぶちさちよチャンネル” より8⽉12⽇公開の最終回、サ
イパン編です。ホテルの様⼦も分かるので是⾮︕

【⼤⾷い】サイパンで⾷べ尽くすラスト編︕【ますぶちさ【⼤⾷い】サイパンで⾷べ尽くすラスト編︕【ますぶちさ……

今⽉の1枚は、8⽉の研修旅⾏で訪れたSaipan Horse Corseという乗⾺体験が
できる新しい素材。（詳細はこちら参照）

おすすめフォト＆ムービー 

メディア露出情報 
 
＜オンライン＞
 
★マリンダイビングWeb
 
＜8/18公開＞

https://www.youtube.com/watch?v=zooJ42tXZ2A
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FA990&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


 
9⽉1⽇から念願のサイパン直⾏便就航︕ ⾏きやすくなるマリアナの楽園
 
＜8/25公開＞
 
写真家むらいさちさんがレポートするこんなに近くて楽しいサイパン【前編】
 
＜8/25公開＞

写真家むらいさちさんが⾏ってきました、サイパン︕ 海はやっぱり最⾼♪その１

 
＜YouTube＞
 
★爆⾷︕ますぶちさちよチャンネル 
 
＜8/6公開 第1回＞
【サイパン⼤⾷い⼤会】本気の決闘!! 3度⽬の優勝なるか︕︖
 
＜8/8公開 第2回＞
【⼤⾷い】サイパンで爆⾷して爆遊び前編︕久しぶりの海外︕
 
＜8/10公開 第3回＞
【⼤⾷い】秘島でも海の上でも⾷べまくる︕マリアナ編3〜テニアン、ロタを
巡る〜
 
＜8/12公開 第4回＞
【⼤⾷い】サイパンで⾷べ尽くすラスト編︕
 

 
 
**テレビ放映予告**

https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FB6C0&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FB6C1&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FB6C2&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1CB&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FB6C3&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FBD11&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FBD12&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


 
◆ 発⾏︓マリアナ政府観光局 / Marianas Visitors Authority 

◆ お問い合わせ︓旅⾏業界 mva@access-jp.jp ／ メディア mva-pr@access-jp.jp

フォーム（共通）︓https://japan.mymarianas.com/agent/contact/ 
 

(c)マリアナ政府観光局/MVA

 
9⽉20⽇放送予定   
BS⽇テレ 21:00〜21:54
『DAIGOの︕世界きまぐれリモートツアー』サイパンの旅

是⾮ご覧ください︕︕                                                   

正しく表⽰されない場合はこちら 

このメールは、マリアナ政府観光局からのメール配信をご希望された⽅、過去のオンラインセミナーでご視聴い

ただいた⽅に送信しております。今後も引き続きメールの受信を希望される⽅は こちらをクリック してくださ

い。 今後メールの受信をご希望されない⽅は、こちらから配信停⽌⼿続きが⾏えます。

 

マリアナ政府観光局 / Marianas Visitors Authority 

〒103-0023 東京都中央区⽇本橋本町2-3-15 共同ビル ６F 65号室 株式会社アクセス内 

TEL︓03-6262-0975 / FAX︓03-3527-2192 

 
配信停⽌ | このメールを転送する 

https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1CD&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1CE&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1CF&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D0&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D1&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D2&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D3&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D4&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D5&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4FC0F8&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/v?e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D
https://japan.benchurl.com/c/opt?e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D
https://japan.benchurl.com/c/su?e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D
https://japan.benchurl.com/c/su?e=14EDDE1&c=D92EF&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&relid=
https://japan.benchurl.com/c/f?e=14EDDE1&c=D92EF&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&relid=
https://www.benchmarkemail.com/jp?p=500289
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D1&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2


https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D6&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D7&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D8&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1D9&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://japan.benchurl.com/c/l?u=E4CA1DA&e=14EDDE1&c=D92EF&t=0&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1

